
地域を育み、大陸をつなぐ

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない
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例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ

　今月も誕生日、結婚記念日を迎えられる会員がい
らっしゃいます。おめでとうございます。でも私
は、いつもこういう時に、「ちょっと違うんじゃな
いか」と思ってしまいます。本来は、誕生日は本人
に「おめでとう」ではなく、「生んでくれて、あり
がとう」とお母さんに感謝する日、結婚記念日は「私などと一緒に
なってくれて、ありがとう」とお相手に感謝する日、ではないかと
思うのです。こんな歌があります。

『もろひとよ  思い知れかし  おのが身の  誕生の日は  母苦難の日』

　説明するまでもありませんが、母親の出産までの苦労、出産のと
きの苦しみは、想像を絶するものと思います。その苦しみがあって
こそ、いま自分に命があるということを、せめて1年に一度、思い
を致し、感謝するのが誕生日ではないかと思います。皆さんのお母
さんがお元気ならば、余計な御世話かもしれませんが、生涯に一度
くらいは、「ありがとう」と言ってあげてはどうでしょう。例えお
母さんが亡くなられていたとしても、皆さんのお母さんの生みの苦
しみは、消えることのない事実です。誕生日とは、今ある自分の命
は、お母さんが苦しみの中から生み出したものを引き継いでいる、
それを確認する日ではないかと思うのです。
　さて次に、結婚記念日についてですが、この日は、今を去る何年
か前、奥様が迷いに迷った末に、全ての男性を諦めてくれた日で
す。本当に感謝しなければなりません。
　今月、誕生日を迎えられた会員のお母さん、ありがとうございま
す。会員の皆さん、おめでとうございます。西クラブ会員と結婚し
ていただいた奥様、ありがとうございます。その奥さまと結婚記念
日を迎えられた会員の皆さん、本当に良かったですね。
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■出席状況報告
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■今月の主な行事
結婚・誕生祝

夜間例会　公式訪問を終えて

11月 4日

11日

18日

25日

（読み人しらず）



点鐘
開会宣言	 渡部省一SAA
国歌斉唱
ロータリーソング（四つのテスト）
たいまつ宣言唱和
11月結婚祝い	 親睦活動委員会　天野清一会員
　　　渡　辺　省　一 会員　1972年11月25日
　　　深　澤　知　博 会員　1983年11月 3日
　　　石　原　英　樹 会員　1984年11月 3日
　　　小　甲　哲　士 会員　2004年11月13日

11月誕生祝い
　　　林　　　文　昭 会員　1947年11月22日
　　　茨　木　雅　敏 会員　1951年11月25日
　　　若　林　　　剛 会員　1956年11月19日
　　　太　田　　　豊 会員　1961年11月22日
　　　大須賀　眞太郎 会員　1965年11月12日

バースデーソング
乾杯	 大友広明会員
（会食）
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広南RC夜間例会（クラブフォーラム）
　　日　時　11月15日（月） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
②帯広東RC夜間例会（クラブフォーラム）
　　日　時　11月16日（火） 午後6時30分
　　場　所　帯広ワシントンホテル
③帯広南RC11月22日の例会は休会
④帯広東RC11月23日の例会は祝日のため休会
⑤帯広西RC夜間例会
　　日　時　11月25日（木） 午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑥帯広西RC年次総会
　　日　時　12月2日（木） 午後0時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑦ロータリーレート　1＄＝82円
⑧定例理事会本日例会終了後

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　佐々木和彦会員
鈴木　　享会長　 ニコニコ狂歌『天高く 小春日和や 鰯

雲 冬支度とて しばし忘れる』
古田　敦則幹事　 ボーッとしていて忘れていましたが、

公式訪問無事終わりました。皆様の
ご協力に感謝いたします。

齋藤憲生副会長　 齋藤歯科医院開院29周年になりまし
た。来年30周年皆様のお陰と感謝し
ています。

齋藤憲生副会長　 昨日人間ドックでした。20年ぶりの
カメラ、なかなか好きになれません。
ちなみに胃は大丈夫でした。

林　　文昭会員　 10月26日に女の子の孫が誕生。3人
目の孫となります。孫はかわいいで
すね。

三野宮　功会員　 イングリッシュヴィレッジでハロウィー
ン・パーティーを開催いたしました。
勝毎で紹介されました。

川田　章博会員　 帯広商工会議所・副会頭に再任されま
した。今後共宜しくお願い致します。

深澤　知博会員　 会議所常議員になりました。今後も
無報酬でがんばります。

太田　　豊会員　 会議所1号議員となりました。微力で
すが頑張ります。

谷脇　正人会員　 最後まで抵抗しましたが無事1号議員
になりました。頑張ろうと思います。

プログラム	 ロータリー財団委員会　大澤　剛委員長
　最近はめっきり寒くなりましたので気をつけている
のですが、こういう時期には体が参ってしまいます。
会員の皆様にはご自愛願います。
　今月はロータリー財団月間ですのでよろしくお願い
します。財団のこと事務局へ行って聞いてきましたが、
なかなかわかりずらいところがあります。自分もいく
らかでも献金と思っています。また皆さんにもご自分
の献金がどのような形になっているか、わかりやすく
していきたいと思います。よろしくお願いします。

RI財団ビデオ　上映
「エブリロータリアン、エブリイヤー」

オンツーニューオリンズ委員会
齋藤　憲生地区委員長

　この委員会は国際大会のナビゲートするための委員
会です。小甲会員が副委員長です。RIより開催日程書
類等、DVDが送られて来ていますので時間をいただき
ました。テーブルの上に「楽しい分かち合いの時を再び」
を配布しましたのでご覧ください。パワーポイントで
説明します。
　国際大会は一昨年、イギリスのバーミンガムで行わ
れました。100回の記念大会、15,000名が集まったと
聞いています。昨年はカナダのモントリオールで101
回目の大会。今年度はアメリカのルイジアナ州、ニュー
オリンズで行います。ニューオリンズには直行便はな
くダラス、シカゴ経由で行くことになります。人口は
50万人、7割がアフリカ系のアメリカ人、全米でも有
数の観光都市です。土地の半分が海抜0m地帯の低い土
地であり、7年前のハリケーン、カトリーナで都市の8
割りが水没、1,850名が亡くなったと聞いています。先
月のロータリーの友にはニューオリンズを訪れる10の
理由が書かれていました。歴史、文学の宝、食事、デ
キシービール、音楽、ダンス、昆虫館、カフェ、わき道、
路面電車。ネットで調べてみると、揚げたての四角い
ドーナッツも有名ですので、行かれる方は食べてみて
ください。またニューオリンズの中心街はフレンチクゥ
オーターということで、もともとスペイン領というこ
ともあり、スペイン風の建物が多いようです。世界3大
祭り、マルディグラも有名であります。ここでDVDを
ご覧ください。

− DVD上映 −

　以上です。費用については日程、オプションによっ
てまちまちのようですが、概ね50万くらいではないで
しょうか。皆さんも行かれてはいかがでしょうか。

古田　敦則幹事
　若干時間がありますので、財団の件私の方から若干
ご説明します。財団の献金について、当クラブでは年
会費を納める際に100ドル献金、10ドルの特別献金、
ポリオプラス献金ということで一緒に行っています。
クラブの合意の中でロータリー財団への献金を自動的
にお願いしているところです。ポリオプラスの献金に
ついては3年間ということですが、今年で3年目になり
ます。ポリオ撲滅のために献金をお願いしたいという
ことで各クラブにお願いがありましたが、当クラブで
は受け入れて献金を皆様にお願いをしております。様々
なところで献金が生かされていますので、今後もご協
力いただきますようお願いします。

謝辞	 土肥孝紀副会長
閉会宣言	 渡部省一SAA
点鐘	 鈴木　享会長


